
＜女子＞

氏名（姓） 氏名（名） 氏名（カナ姓） 氏名（カナ名） 年齢 加盟団体名

安藤 朋恵 アンドウ トモエ 35 香川

五十嵐 敏子 イガラシ トシコ 72 東京

石井 綾子 イシイ アヤコ 43 三重

石田 凪帆 イシダ ナギホ 27 静岡

伊藤 真樹子 イトウ マキコ 45 愛知

伊藤 あすみ イトウ アスミ 36 和歌山

植条 広子 ウエジョウ ヒロコ 46 三重

牛塚 諒子 ウシヅカ リョウコ 32 大阪

内田 叔恵 ウチダ ヨシエ 42 愛知

大内 和枝 オオウチ カズエ 63 島根

大熊 志保子 オオクマ シホコ 69 千葉

大柴 里穂 オオシバ リホ 28 東京

奥田 智美 オクダ トモミ 50 三重

鹿野 美保 カノ ミホ 57 愛知

河崎 陽与 カワサキ ハルヨ 53 大阪

川田 和美 カワタ カズミ 59 長崎

川田 清美 カワタ キヨミ 59 長崎

川谷 陽子 カワタニ ヨウコ 50 愛知

桑野 加恵 クワノ カエ 51 香川

小阪 はるな コサカ ハルナ 43 兵庫

小原 千晴 コハラ チハル 43 愛知

小安 恵里奈 コヤス エリナ 30 東京

近藤 佐枝 コンドウ サエ 45 岡山

榮 圭子 サカエ ケイコ 51 大阪

坂口 小夜子 サカグチ サヨコ 48 愛知

清水 真智子 シミズ マチコ 45 静岡

高田 勝子 タカダ カツコ 46 奈良

竹内 もも子 タケウチ モモコ 38 東京

武内 加奈子 タケウチ カナコ 48 大阪

武田 久美子 タケダ クミコ 59 大阪

橘 都 タチバナ ミヤコ 53 大阪

田中 妙子 タナカ タエコ 51 愛知

谷口 彩香 タニグチ サヤカ 40 兵庫

塚本 素子 ツカモト モトコ 46 大阪

寺木 佐和子 テラキ サワコ 36 愛知

戸田 友子 トダ トモコ 42 兵庫

友野 由香 トモノ ユカ 41 東京

中田 雅子 ナカタ マサコ 34 兵庫

中塚 裕美 ナカツカ ヒロミ 44 兵庫

中部 直子 ナカベ ナオコ 48 愛知

＊年齢表記は2020年12月31日現在です。（大会当日年齢ではありませんのでご注意ください）

＊氏名、年齢等、記載に間違いがある場合は3/31(火）までにinfo@gifu-triathlon.jpへご連絡ください。
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西坂 桂子 ニシサカ ケイコ 62 東京

波多野 幸子 ハタノ ユキコ 43 東京

花井 宏子 ハナイ ヒロコ 54 愛知

林 優子 ハヤシ ユウコ 64 香川

林 摩耶 ハヤシ マヤ 36 香川

原 由加 ハラ ユカ 53 愛知

伴野 雪音 バンノ ユキネ 28 兵庫

古谷 怜子 フルヤ レイコ 44 東京

堀内 裕子 ホリウチ ユウコ 51 山梨

間瀬 寛子 マセ ヒロコ 44 愛知

松尾 由樹恵 マツオ ユキエ 46 兵庫

松本 亜紀子 マツモト アキコ 48 大阪

三輪 泉 ミワ イズミ 50 兵庫

惠 亜矢 メグミ アヤ 39 宮崎

森田 式子 モリタ シキコ 41 愛知

山下 桂子 ヤマシタ ケイコ 60 三重

山田 由枝 ヤマダ ヨシエ 42 愛知

山田 美穂子 ヤマダ ミホコ 47 愛知

山本 弘美 ヤマモト ヒロミ 47 兵庫

吉岡 憲子 ヨシオカ ノリコ 55 愛知

吉田 喜久代 ヨシダ キクヨ 54 大阪

脇 真由美 ワキ マユミ 50 神奈川

渡邉 直子 ワタナベ ナオコ 48 三重

＜男子＞

氏名（姓） 氏名（名） 氏名（カナ姓） 氏名（カナ名） 年齢 加盟団体名

青森 直人 アオモリ ナオト 56 岡山

秋山 智洋 アキヤマ トモヒロ 43 東京

秋山 和徹 アキヤマ カズミチ 29 大阪

秋吉 新平 アキヨシ シンペイ 42 東京

上水 満治 アゲミズ ミツハル 63 大阪

淺井 邦人 アサイ クニヒト 40 静岡

浅井 健也 アサイ ケンヤ 29 愛知

浅野 享洋 アサノ ユキヒロ 46 愛知

浅見 康史 アサミ ヤスシ 50 愛知

浅本 勝一 アサモト ショウイチ 53 大阪

芦田 陽介 アシダ ヨウスケ 38 愛知

東 大介 アズマ ダイスケ 35 大阪

足立 雅弘 アダチ マサヒロ 61 兵庫

阿部 泰洋 アベ ヤスヒロ 51 北海道

尼子 雅章 アマコ マサアキ 50 千葉

新井 正徳 アライ マサノリ 57 愛知

安藤 知之 アンドウ トモユキ 48 愛知

安藤 彰啓 アンドウ アキヨシ 55 兵庫

飯島 真 イイジマ マコト 66 神奈川

飯森 裕真 イイモリ ユウマ 30 東京

イエイリ ロベルト イエイリ ロベルト 38 愛知

池田 雅一 イケダ マサカズ 56 三重



池田 憲史 イケダ ノリフミ 38 兵庫

池田 靖夫 イケダ ヤスオ 42 香川

池端 政宏 イケバタ マサヒロ 51 兵庫

石井 仁平 イシイ ジンペイ 45 新潟

石井 輝雄 イシイ テルオ 71 岐阜

石井 秀明 イシイ ヒデアキ 52 静岡

石川 眞一郎 イシカワ シンイチロウ 51 東京

石川 幸篤 イシカワ ユキアツ 48 東京

石川 尊士 イシカワ タカシ 41 大阪

石川 朋幸 イシカワ トモユキ 35 大阪

石田 朋敬 イシダ トモタカ 49 滋賀

石田 昌太郎 イシダ ショウタロウ 21 学連

石塚 淳一 イシヅカ ジュンイチ 41 兵庫

石飛 肇 イシトビ ハジメ 66 兵庫

石原 拓哉 イシハラ タクヤ 52 岐阜

石原 誠 イシハラ マコト 32 愛知

市川 和人 イチカワ カズト 44 岐阜

市川 博文 イチカワ ヒロフミ 54 愛知

市川 博 イチカワ ヒロシ 51 愛知

井戸 哲也 イド テツヤ 51 岐阜

伊藤 竜昭 イトウ タツアキ 44 岐阜

伊藤 善也 イトウ ゼンヤ 62 愛知

伊藤 明広 イトウ アキヒロ 53 愛知

伊藤 衛 イトウ マモル 44 三重

伊藤 陽之 イトウ ヒロユキ 44 京都

稲木 巧 イナギ タクミ 44 愛知

井貫 琢也 イヌキ タクヤ 36 兵庫

井野 雄介 イノ ユウスケ 37 愛知

井上 浩一郎 イノウエ コウイチロウ 51 東京

井上 亮 イノウエ リョウ 36 大阪

今井 敦 イマイ アツシ 49 静岡

今井 博隆 イマイ ヒロタカ 54 広島

今枝 誠 イマエダ マコト 47 愛知

今枝 寛 イマエダ カン 48 愛知

入江 賢 イリエ マサル 59 大阪

入江 誠 イリエ マコト 47 岡山

岩花 高光 イワハナ タカミツ 42 三重

岩間 康 イワマ ヤスシ 49 大阪

岩村 道憲 イワムラ ミチノリ 48 山口

植田 喜彦 ウエタ ヨシヒコ 43 愛知

上田 亥久雄 ウエダ イクオ 49 神奈川

上野 修平 ウエノ シュウヘイ 36 愛知

植村 潤二 ウエムラ ジュンジ 55 京都

上山 航 ウエヤマ ワタル 39 兵庫

潮 明良 ウシオ アキラ 26 静岡

薄 陽一 ウスキ ヨウイチ 41 愛知

内田 忠夫 ウチダ タダオ 50 三重

内山 達也 ウチヤマ タツヤ 34 大阪



梅田 航平 ウメダ コウヘイ 28 神奈川

梅村 久樹 ウメムラ ヒサキ 58 愛知

江崎 賢一 エザキ ケンイチ 55 大阪

ＥＶＡＮＳ ＧＡＲＥＴＨ エバンズ ギャレス 43 北海道

遠藤 直哉 エンドウ ナオヤ 43 神奈川

遠藤 聡 エンドウ サトシ 41 愛知

大石 昭弘 オオイシ アキヒロ 56 長野

大賀 興一郎 オオガ コウイチロウ 47 大阪

大柿 強 オオガキ ツヨシ 51 東京

大嶋 健治 オオシマ ケンジ 50 愛知

太田 卓 オオタ スグル 40 岐阜

大田 慎三 オオタ シンゾウ 51 広島

大谷 一弘 オオタニ カツヒロ 63 奈良

大出 幸生 オオデ ユキオ 43 兵庫

大西 伸 オオニシ シン 50 京都

大西 智広 オオニシ トモヒロ 39 兵庫

大村 成伸 オオムラ アキノブ 38 愛知

大本 惇 オオモト アツシ 49 神奈川

大脇 邦弘 オオワキ クニヒロ 41 愛知

岡崎 隆司 オカザキ タカシ 52 静岡

岡崎 博幸 オカザキ ヒロユキ 49 愛知

岡崎 好文 オカザキ ヨシフミ 61 兵庫

岡崎 和嘉 オカザキ カズヨシ 49 岡山

岡本 泰宜 オカモト ヤスヨシ 55 愛知

尾北 幸司 オキタ コウジ 44 大阪

沖森 克文 オキモリ カツフミ 57 愛知

奥野 浩之 オクノ ヒロユキ 40 大阪

奥野 英明 オクノ ヒデアキ 51 兵庫

奥山 知昭 オクヤマ トモアキ 50 岡山

鬼崎 昌人 オニザキ マサト 56 大阪

表 順一 オモテ ジュンイチ 62 東京

及部 豊幸 オヨベ トヨユキ 49 愛知

甲斐嶋 祐介 カイジマ ユウスケ 37 京都

各務 正敏 カカム マサトシ 48 岐阜

鍵谷 謙介 カギタニ ケンスケ 49 兵庫

角張 勲 カクハリ イサオ 53 奈良

樫原 一仁 カシハラ カズヒト 47 兵庫

柏木 拓 カシワギ タク 48 和歌山

片山 博文 カタヤマ ヒロフミ 65 京都

片山 草太 カタヤマ ソウタ 31 大阪

勝倉 修一 カツクラ シュウイチ 53 山梨

加藤 真 カトウ マコト 45 神奈川

加藤 康彦 カトウ ヤスヒコ 45 愛知

加藤 豊 カトウ ユタカ 50 愛知

金井 周悟 カナイ シュウゴ 56 神奈川

金子 健太 カネコ ケンタ 26 京都

鹿俣 慧 カノマタ サトシ 36 兵庫

神村 昌克 カミムラ マサカツ 47 愛知



神谷 全人 カミヤ マサト 31 愛知

神谷 泰平 カミヤ タイヘイ 33 愛知

亀岡 貴史 カメオカ タカフミ 39 愛媛

亀山 時弘 カメヤマ トキヒロ 58 静岡

狩谷 哲芳 カリヤ テツヨシ 44 愛知

川崎 潔 カワサキ キヨシ 67 大阪

川崎 敬三 カワサキ ケイゾウ 45 広島

河田 直希 カワダ ナオキ 30 静岡

川那部 岳志 カワナベ タケシ 57 東京

川西 太一郎 カワニシ タイチロウ 46 大阪

川原 重徳 カワハラ シゲノリ 48 岐阜

河原 慎弥 カワハラ シンヤ 41 愛知

川俣 光一 カワマタ コウイチ 48 神奈川

川村 善明 カワムラ ヨシアキ 37 静岡

河村 真吾 カワムラ シンゴ 39 愛知

川村 鉄平 カワムラ テッペイ 39 兵庫

神田 崇 カンダ タカシ 48 兵庫

紀岡 秀征 キオカ ヒデユキ 47 岐阜

菊池 庄太 キクチ ショウタ 36 愛知

Ｍｏｒａｎｇｅ Ｊｅａｎ－Ｍａｒｃ キサイナシ キサイナシ 52 東京

岸本 雄 キシモト ユウ 36 神奈川

来田 浩和 キタ ヒロカズ 47 奈良

北川 直哉 キタガワ ナオヤ 43 愛知

木谷 誠 キタニ マコト 37 三重

北村 昂大 キタムラ タカヒロ 26 滋賀

木村 陽介 キムラ ヨウスケ 35 京都

クシュナー ジョナサン クシュナー ジョナサン 50 東京

工藤 顕 クドウ アキラ 43 兵庫

倉内 誠司 クラウチ セイジ 36 愛知

栗原 誠仁 クリハラ シゲヨシ 50 神奈川

栗山 和之 クリヤマ カズユキ 44 兵庫

黒木 善仁 クロキ ヨシヒト 49 岡山

小池 俊男 コイケ トシオ 53 長野

高津 英彰 コウヅ ヒデアキ 36 大阪

小口 裕也 コグチ ユウヤ 39 東京

小杉 太郎 コスギ タロウ 51 兵庫

小菅 猛 コスゲ タケシ 57 新潟

小善 三朗 コゼン サブロウ 48 愛知

小高 乙矢 コダカ オトヤ 49 神奈川

小竹 紀宏 コタケ トシヒロ 48 岐阜

後藤 弘詞 ゴトウ ヒロシ 43 神奈川

後藤 保司 ゴトウ ヤスシ 50 愛知

小西 健文 コニシ タケフミ 45 京都

小林 靖明 コバヤシ ヤスアキ 51 東京

小林 一樹 コバヤシ カズキ 34 大阪

近藤 哲司 コンドウ テツジ 44 神奈川

近藤 克樹 コンドウ カツキ 42 愛知

斎藤 尭 サイトウ タカシ 21 学連



境 勉 サカイ ツトム 57 東京

堺谷 泰郎 サカイタニ ヤスロウ 65 兵庫

榊原 隆浩 サカキバラ タカヒロ 49 愛知

坂田 篤 サカタ アツシ 48 愛知

坂本 岳史 サカモト タケシ 45 兵庫

坂本 真人 サカモト マサト 47 兵庫

佐川 泰久 サガワ ヤスヒサ 47 愛知

佐光 淳司 サコウ ジュンジ 61 大阪

笹部 直道 ササベ ナオミチ 50 大阪

笹部 泰宏 ササベ ヤスヒロ 45 岡山

桟敷 栄一 サジキ エイイチ 65 奈良

佐藤 浩史 サトウ ヒロシ 52 神奈川

佐藤 伸一 サトウ シンイチ 50 愛知

佐藤 英雄 サトウ ヒデオ 46 愛知

佐藤 秀樹 サトウ ヒデキ 45 愛知

佐藤 健司 サトウ ケンジ 36 愛知

里見 憲一 サトミ ケンイチ 40 東京

三田 博史 サンダ ヒロシ 43 兵庫

椎名 克行 シイナ カツユキ 61 新潟

重川 達治 シゲカワ タツジ 51 東京

志治 克美 シジ カツミ 60 広島

篠原 信之 シノハラ ノブユキ 34 東京

芝崎 潤 シバサキ ジュン 37 兵庫

柴田 俊 シバタ シュン 50 岐阜

島田 鏡平 シマダ キョウヘイ 24 静岡

島津 達也 シマヅ タツヤ 50 静岡

清水 隆 シミズ タカシ 50 愛知

釈迦野 亮 シャカノ リョウ 45 東京

白石 俊己 シライシ トシミ 62 神奈川

末松 仁彦 スエマツ キミヒコ 39 大阪

杉田 精司 スギタ セイジ 33 神奈川

杉野 秀之 スギノ ヒデユキ 45 愛知

杉村 保則 スギムラ ヤスノリ 59 北海道

鈴木 淳一郎 スズキ ジュンイチロウ 59 神奈川

鈴木 健弘 スズキ タケヒロ 50 静岡

鈴木 建吾 スズキ ケンゴ 44 静岡

鈴木 武 スズキ タケシ 59 愛知

鈴木 信也 スズキ シンヤ 46 愛知

砂山 洸 スナヤマ コウ 29 石川

清涼 享 セイリョウ トオル 53 愛知

瀬尾 嘉 セオ ヨシミ 44 岡山

瀬間 竜一 セマ リュウイチ 50 大阪

惣川 塁 ソウカワ ルイ 39 兵庫

相馬 崇顕 ソウマ タカアキ 39 愛知

園田 英一 ソノダ エイイチ 44 神奈川

薗畑 敦史 ソノハタ アツシ 48 兵庫

高井良 俊雄 タカイラ トシオ 65 奈良

高木 厚 タカギ アツシ 37 愛知



高田 明彦 タカタ アキヒコ 60 香川

高寺 泰朗 タカテラ ヤスオ 37 大阪

鷹野 浩三 タカノ コウゾウ 44 静岡

高橋 弘充 タカハシ ヒロミツ 42 静岡

高橋 輝樹 タカハシ テルキ 52 愛知

高橋 利造 タカハシ トシゾウ 50 愛知

高橋 栄司 タカハシ エイジ 49 滋賀

高林 靖 タカバヤシ ヤスシ 41 静岡

高間 慶彦 タカマ ヨシヒコ 39 奈良

高山 一樹 タカヤマ カズキ 44 神奈川

滝井 勝寿 タキイ カツトシ 55 静岡

田口 文泰 タグチ フミヤス 44 愛知

竹川 博 タケカワ ヒロシ 28 福岡

竹下 直宏 タケシタ ナオヒロ 44 静岡

竹村 哲平 タケムラ テッペイ 22 学連

太宰 賢二 ダザイ ケンジ 39 東京

田島 慎吾 タジマ シンゴ 47 千葉

田嶋 正一 タジマ ショウイチ 49 兵庫

橘 逸成 タチバナ ハヤナリ 40 神奈川

立野 貴浩 タツノ タカヒロ 38 愛知

舘本 義勝 タテモト ヨシカツ 80 大阪

田所 洋貴 タドコロ ヒロキ 55 茨城

田中 利尚 タナカ トシナオ 39 埼玉

田中 豊 タナカ ユタカ 54 東京

田中 晴彦 タナカ ハルヒコ 59 東京

田中 正則 タナカ マサノリ 71 三重

田中 宏紳 タナカ ヒロノブ 47 京都

田結庄 将岳 タユイショウ ノブタケ 40 大阪

津熊 基安 ツクマ モトヤス 47 大阪

辻田 清之 ツジタ キヨユキ 53 大阪

土田 拳士 ツチダ ケンシ 20 学連

角田 隆志 ツノダ タカシ 69 大阪

鶴田 学 ツルタ マナブ 53 千葉

鶴田 祐之 ツルタ ユウジ 42 愛知

寺木 忠利 テラキ タダトシ 62 愛知

東條 三雄 トウジョウ ミツオ 50 滋賀

徳永 康祐 トクナガ コウスケ 37 愛知

戸田 友生 トダ トモイ 55 福井

冨岡 敏憲 トミオカ トシノリ 58 広島

富阪 隆浩 トミサカ タカヒロ 60 大阪

長岡 伸行 ナガオカ ノブユキ 57 兵庫

中川 将人 ナカガワ マサト 51 大阪

長澤 宏隆 ナガサワ ヒロタカ 54 山梨

中島 慎介 ナカシマ シンスケ 43 大阪

中島 一樹 ナカシマ カズキ 44 大阪

中田 浩司 ナカタ ヒロシ 78 愛知

中田 貴之 ナカタ タカユキ 47 兵庫

長滝谷 一也 ナガタキダニ カズヤ 48 兵庫



中野 信博 ナカノ ノブヒロ 52 岐阜

中野 耕一 ナカノ コウイチ 62 大阪

中原 知章 ナカハラ トモアキ 20 広島

中村 大作 ナカムラ ダイサク 47 神奈川

中村 剛士 ナカムラ ツヨシ 39 岐阜

成田 延久 ナリタ ノブヒサ 44 愛知

成田 健悟 ナリタ ケンゴ 26 愛知

新見 建人 ニイミ ケント 26 大阪

西 晶弘 ニシ アキヒロ 50 大阪

西尾 純二 ニシオ ジュンジ 45 大阪

西川 達夫 ニシカワ タツオ 58 愛知

西阪 充 ニシサカ ミツル 52 大阪

西澤 和也 ニシザワ カズヤ 44 滋賀

西村 弘 ニシムラ ヒロシ 62 神奈川

西村 孝文 ニシムラ タカフミ 57 愛知

新田 篤司 ニッタ アツシ 54 福井

丹羽 良志輝 ニワ ヨシテル 69 三重

根岸 雅彦 ネギシ マサヒコ 59 群馬

野坂 英男 ノザカ ヒデオ 44 静岡

野田 稔 ノダ ミノル 47 愛知

埜田 芳弘 ノダ ヨシヒロ 60 大阪

野原 尊之 ノハラ タカユキ 37 愛知

野間 琢生 ノマ タクオ 38 愛知

バーンステーブル ティム バーンステーブル ティム 52 東京

羽賀 正幹 ハガ マサミキ 57 岐阜

萩原 英樹 ハギハラ ヒデキ 45 滋賀

橋爪 幹幸 ハシヅメ ミキヨシ 56 神奈川

橋本 直樹 ハシモト ナオキ 45 岐阜

橋本 雅臣 ハシモト マサオミ 42 岐阜

橋本 将功 ハシモト マサノリ 33 愛知

畑中 泰二 ハタナカ タイジ 66 埼玉

服部 高利 ハットリ タカトシ 56 三重

服部 祥二 ハットリ ショウジ 51 岡山

花澤 和男 ハナザワ カズオ 60 神奈川

花原 敬 ハナハラ サトシ 39 愛知

濱口 信之 ハマグチ ノブユキ 57 大阪

浜下 修一郎 ハマシタ シュウイチロウ 52 岡山

早川 直澄 ハヤカワ ナオズミ 44 愛知

林 博樹 ハヤシ ヒロキ 56 愛知

早戸 禎裕 ハヤト サダヒロ 32 岐阜

原 寿秀 ハラ トシヒデ 50 兵庫

原田 修一 ハラダ シュウイチ 48 静岡

原田 稔久 ハラダ トシヒサ 26 滋賀

春井 康之 ハルイ ヤスユキ 40 兵庫

日笠 浩一 ヒガサ コウイチ 53 愛知

東田 欣也 ヒガシダ ヨシナリ 53 愛知

東野 翔 ヒガシノ ショウ 36 大阪

一ツ屋 直樹 ヒトツヤ ナオキ 43 大阪



平垣 賢祐 ヒラガキ ケンスケ 42 大阪

平田 国治 ヒラタ クニハル 50 群馬

平田 知大 ヒラタ トモヒロ 44 滋賀

平塚 裕一 ヒラツカ ユウイチ 46 愛知

平野 光司 ヒラノ コウジ 55 兵庫

平山 卓男 ヒラヤマ タクオ 45 愛知

廣猟 太朗 ヒロガリ タロウ 40 兵庫

廣瀬 永雅 ヒロセ ノリマサ 55 京都

廣瀬 善貴 ヒロセ ヨシキ 29 京都

笛田 泰弘 フエタ ヤスヒロ 61 愛知

福井 達之 フクイ タツユキ 47 愛知

福家 健作 フクイエ ケンサク 52 福岡

福島 良一 フクシマ リョウイチ 47 鳥取県

福田 紘也 フクタ ヒロヤ 42 愛知

福成 忠 フクナリ タダシ 50 兵庫

福原 正和 フクハラ マサカズ 52 神奈川

藤井 雅之 フジイ マサユキ 35 岐阜

藤城 健 フジシロ ケン 60 愛知

藤田 洋平 フジタ ヨウヘイ 39 静岡

藤田 義彦 フジタ ヨシヒコ 56 静岡

藤田 淳 フジタ アツシ 58 京都

藤波 孝徳 フジナミ タカノリ 38 大阪

藤巻 利宏 フジマキ トシヒロ 59 岐阜

渕上 聡 フチガミ サトシ 46 千葉

古田 昌弘 フルタ マサヒロ 43 静岡

不破 章宏 フワ アキヒロ 43 愛知

穂迫 順一 ホサコ ジュンイチ 59 愛知

細川 佑一郎 ホソカワ ユウイチロウ 39 愛知

堀田 卓朗 ホッタ タクロウ 48 長崎

堀内 浩司 ホリウチ コウジ 58 東京

堀江 亮介 ホリエ リョウスケ 45 愛知

本多 裕介 ホンダ ユウスケ 47 京都

前田 誠一郎 マエダ セイイチロウ 47 神奈川

前田 亨 マエダ トオル 55 大阪

前平 要 マエヒラ カナメ 48 大阪

牧野 禎也 マキノ シンヤ 30 静岡

正岡 佳典 マサオカ ヨシミチ 58 愛知

眞坂 信彦 マサカ ノブヒコ 47 愛知

増田 雄太 マスダ ユウタ 35 福島

増田 雄介 マスダ ユウスケ 35 三重

松岡 宏一 マツオカ コウイチ 40 滋賀

松川 幹雄 マツカワ ミキオ 71 兵庫

松木 康祐 マツキ コウスケ 36 大阪

松田 雅也 マツダ マサヤ 48 愛知

松永 伸雅 マツナガ ノブマサ 52 兵庫

松原 慎 マツバラ シン 38 愛知

松本 響平 マツモト キョウヘイ 21 学連

丸山 誠二 マルヤマ セイジ 55 静岡



丸山 融輝 マルヤマ ユウキ 39 奈良

三浦 好弘 ミウラ ヨシヒロ 52 東京

三上 辰男 ミカミ タツオ 49 京都

三崎 康平 ミサキ コウヘイ 35 兵庫

三品 辰美 ミシナ タツミ 57 東京

溝口 章司 ミゾグチ ショウジ 58 香川

道下 智章 ミチシタ トモアキ 43 大阪

光嶋 太郎 ミツシマ タロウ 53 兵庫

宮 豊 ミヤ ユタカ 48 兵庫

宮内 俊輔 ミヤウチ シュンスケ 45 大阪

三宅 光章 ミヤケ ミツアキ 71 愛知

宮里 英文 ミヤザト ヒデフミ 61 大阪

宮島 孝広 ミヤジマ タカヒロ 37 東京

宮野 雄弘 ミヤノ タケヒロ 22 学連

宮脇 健朗 ミヤワキ ケンロウ 47 大阪

六鹿 守 ムツガ マモル 58 愛知

毛利 元 モウリ ハジメ 45 愛知

森 徳久 モリ ノリヒサ 41 岐阜

森 孝博 モリ タカヒロ 61 香川

森田 伸 モリタ シン 54 愛知

森田 崇 モリタ タカシ 50 愛知

森本 丈士 モリモト タケシ 29 兵庫

矢口 栄司 ヤグチ エイジ 48 東京

安井 亮太 ヤスイ リョウタ 44 三重

安田 朋広 ヤスダ トモヒロ 47 大阪

安田 昭久 ヤスダ アキヒサ 48 岡山

安原 努 ヤスハラ ツトム 34 大阪

谷内 秀昭 ヤチ ヒデアキ 47 滋賀

柳井 英之 ヤナイ ヒデユキ 52 大阪

谷中 研一 ヤナカ ケンイチ 42 神奈川

柳本 徹 ヤナギモト トオル 53 大阪

山川 真弘 ヤマカワ マサヒロ 54 愛知

山口 清 ヤマグチ キヨシ 71 愛知

山口 佳孝 ヤマグチ ヨシタカ 37 大阪

山崎 啓太 ヤマザキ ケイタ 46 大阪

山崎 貴峰 ヤマザキ タカネ 44 大阪

山下 圭悟 ヤマシタ ケイゴ 42 埼玉

山下 竜 ヤマシタ リョウ 29 京都

山田 祐輔 ヤマダ ユウスケ 33 静岡

山田 潤 ヤマダ ジュン 57 愛知

山田 保誠 ヤマダ ヤスセイ 50 愛知

山中 秀之 ヤマナカ ヒデユキ 50 愛知

山本 幸弘 ヤマモト ユキヒロ 53 愛知

山本 昌弘 ヤマモト マサヒロ 38 愛知

山本 功 ヤマモト イサオ 55 大阪

吉岡 朋昭 ヨシオカ トモアキ 57 東京

吉川 正人 ヨシカワ マサト 22 石川

吉川 英一 ヨシカワ エイイチ 40 愛知



吉川 明 ヨシカワ アキラ 55 滋賀

吉田 康彦 ヨシダ ヤスヒコ 55 愛知

吉田 龍也 ヨシダ タツヤ 44 兵庫

吉本 康匡 ヨシモト ヤスマサ 38 兵庫

米田 哲康 ヨネダ ノリヤス 51 三重

Ｌａｖｏｉｎｅ Ｙｏｕｒｉ ラブアン ユーリ 38 東京

利谷 知繁 リタニ トモシゲ 55 神奈川

若狹 壽 ワカサ ヒサシ 69 大阪

若林 宏幸 ワカバヤシ ヒロユキ 48 埼玉

渡辺 匠 ワタナベ タク 32 東京

渡辺 真吾 ワタナベ シンゴ 45 愛知

渡辺 大祐 ワタナベ ダイスケ 47 愛知

渡邉 将也 ワタナベ マサヤ 22 広島

渡部 克彦 ワタベ カツヒコ 49 愛知


